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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 7,120 △4.9 258 △20.3 250 △18.3 121 ―

21年3月期第2四半期 7,484 ― 324 ― 306 ― △106 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 25.79 ―

21年3月期第2四半期 △22.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 8,364 5,291 63.3 1,125.18
21年3月期 8,471 5,261 62.1 1,118.88

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,291百万円 21年3月期  5,261百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

22年3月期 ― 20.00

22年3月期 
（予想）

― 20.00 40.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 14,650 △2.4 580 △14.9 560 △12.5 270 355.5 57.41
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 4,703,063株 21年3月期  4,703,063株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  264株 21年3月期  264株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 4,702,799株 21年3月期第2四半期 4,702,799株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結
果となる可能性があります。 
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当第2四半期累計期間における国内経済は、昨年来の景気低迷の影響により全体的に厳しい状況が続いており、ア

ジアを中心とした輸出の回復により一部には若干持ち直しの兆しがみられるものの、企業収益は総じて減少基調で

推移いたしました。個人消費につきましても雇用・所得環境の悪化に加え、新型インフルエンザの流行懸念や天候

不順等により低迷、政府の緊急経済対策効果も限定的に留まりました。  

 このような状況の下、主力であるハウス オブ ローゼ事業では、消費環境の厳しい現況に鑑み、お客さま一人ひ

とりに対する親切で丁寧なコンサルティング販売を一層強化しリピート購入の促進を図っております。その成果と

して、既存顧客様数ならびに既存顧客様売上高は堅実に推移いたしました。しかしその反面、新規顧客様の獲得に

関しては消費低迷の影響もあり今ひとつ力が及ばず、売上高も減少し今後に課題を残すこととなりました。 さらに

出店先百貨店等の閉鎖、前下期に実施いたしました不採算店舗の退店により直営店舗数が前年同期に対し10店舗減

少しました。  

 この結果、当第2四半期累計期間の売上高は71億20百万円（前年同期比4.9％減）、営業利益2億58百万円（同

20.3%減）、経常利益2億50百万円（同18.3%減）となりました。  

 なお、四半期純利益につきましては、前四半期は「東京化粧品厚生年金基金」脱退に伴う特別掛金4億54百万円を

特別損失計上したため赤字でしたが、当四半期は1億21百万円の黒字となりました。  

 中間配当金につきましては、普通配当として1株当たり20円とさせていただきます。  

  

 当第2四半期末の総資産は前事業年度末に比べ1億6百万円減少し、83億64百万円となりました。 

①流動資産 

  当第2四半期の流動資産は前事業年度末に比べ１億23百万円減少し、46億34百万円となりました。 

   主な要因は、売掛金が69百万円及び商品が59百万円減少したためであります。 

②固定資産 

  当第2四半期の固定資産は前事業年度末に比べ17百万円増加し、37億30百万円となりました。 

   主な要因は、リース資産が51百万円増加、保険積立金が33百万円減少したためであります。 

③流動負債 

 当第2四半期の流動負債は前事業年度末に比べ94百万円減少し、22億55百万円となりました。 

     主な要因は、買掛金が34百万円増加、未払法人税等が42百万円増加、支払手形が2億8百万円減少したためであ 

     ります。 

④固定負債 

  当第2四半期の固定負債は前事業年度末に比べ41百万円減少し、8億18百万円となりました。 

     主な要因は、退職給付引当金が59百万円増加、長期借入金が1億22百万円減少したためであります。 

⑤純資産の部 

  当第2四半期の純資産の部は前事業年度末に比べ29百万円増加し、52億91百万円となりました。 

   主な要因は、利益剰余金が27百万円増加したためであります。 

  

業績予想につきましては、前回発表（平成21年11月2日業績予想）に記載の業績予想に変更はありません。上記の

予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因に

より予想数値と異なる場合があります。 

  

  （1）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

    該当事項はありません。 

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,295,164 2,338,038

売掛金 872,270 941,326

商品及び製品 1,281,641 1,341,315

その他 191,275 143,672

貸倒引当金 △5,647 △5,647

流動資産合計 4,634,705 4,758,704

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 511,758 522,677

土地 1,519,206 1,519,206

リース資産（純額） 109,142 57,995

有形固定資産合計 2,140,108 2,099,879

無形固定資産 17,233 19,350

投資その他の資産   

差入保証金 982,193 985,799

その他 605,369 622,279

貸倒引当金 △14,710 △14,710

投資その他の資産合計 1,572,852 1,593,368

固定資産合計 3,730,193 3,712,598

資産合計 8,364,898 8,471,303

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,184,019 1,358,735

1年内返済予定の長期借入金 253,040 267,800

未払法人税等 153,419 111,418

賞与引当金 202,056 199,404

その他 462,814 412,450

流動負債合計 2,255,349 2,349,808

固定負債   

長期借入金 148,380 270,840

退職給付引当金 459,268 399,777

役員退職慰労引当金 104,524 117,770

その他 105,904 71,249

固定負債合計 818,077 859,636

負債合計 3,073,426 3,209,445
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 934,682 934,682

資本剰余金 1,282,222 1,282,222

利益剰余金 4,117,341 4,090,107

自己株式 △203 △203

株主資本合計 6,334,042 6,306,808

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,121 △258

土地再評価差額金 △1,044,692 △1,044,692

評価・換算差額等合計 △1,042,570 △1,044,950

純資産合計 5,291,471 5,261,857

負債純資産合計 8,364,898 8,471,303
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,484,602 7,120,959

売上原価 2,131,742 2,023,998

売上総利益 5,352,860 5,096,961

販売費及び一般管理費 5,028,558 4,838,402

営業利益 324,302 258,558

営業外収益   

受取利息 1,727 2,602

受取配当金 811 1,182

不動産賃貸料 5,496 4,957

受取保険金 8,009 －

その他 2,645 2,225

営業外収益合計 18,690 10,967

営業外費用   

支払利息 7,600 4,111

保険解約損 15,151 9,898

上場関連費用 9,095 －

リース解約損 3,140 3,628

その他 1,336 1,230

営業外費用合計 36,325 18,869

経常利益 306,667 250,657

特別利益   

投資有価証券売却益 9,053 －

特別利益合計 9,053 －

特別損失   

厚生年金基金解約損 454,018 －

減損損失 － 8,371

特別損失合計 454,018 8,371

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △138,297 242,285

法人税、住民税及び事業税 17,968 143,536

過年度法人税等 19,625 －

法人税等調整額 △69,204 △22,541

法人税等合計 △31,610 120,995

四半期純利益又は四半期純損失（△） △106,686 121,290
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 前第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
 当第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 前第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(注)1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  2 その他は社員に対する販売等であります。 

  
 当第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 
(注)1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  2 その他は社員に対する販売等であります。 

  

6. その他の情報

(1) 商品仕入実績

区分 仕入高（千円） 前年同期比（％）

スキンケア化粧品 546,779 99.4

メイクアップ化粧品 132,546 82.7

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ 719,949 113.1

化粧雑貨品 294,229 126.5

健康食品・その他 157,250 63.0

リフレクソロジー 5,422 97.0

合計 1,856,177 101.2

区分 仕入高（千円） 前年同期比（％）

スキンケア化粧品 561,485 102.7

メイクアップ化粧品 114,888 86.7

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ 627,112 87.1

化粧雑貨品 231,368 78.6

リフレクソロジー 4,738 87.4

その他 131,416 83.6

合計 1,671,011 90.0

(2) 事業区分別売上実績

区分 売上高(千円) 前年同期比（％）

直営店 6,885,855 102.6

卸 528,621 97.7

その他 70,125 105.8

合計 7,484,602 102.2

区分 売上高(千円) 前年同期比（％）

直営店 6,533,534 94.9

卸 517,973 98.0

その他 69,451 99.0

合計 7,120,959 95.1
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 前第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
 当第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 商品分類別売上実績

区分 売上高(千円) 前年同期比（％）

スキンケア化粧品 3,188,639 101.8

メイクアップ化粧品 734,354 95.4

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ 2,004,352 105.1

化粧雑貨品 657,142 104.2

健康食品・その他 281,269 93.7

リフレクソロジー 618,845 106.7

合計 7,484,602 102.2

区分 売上高(千円) 前年同期比（％）

スキンケア化粧品 3,109,232 97.5

メイクアップ化粧品 670,210 91.3

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ 1,969,458 98.3

化粧雑貨品 586,303 89.2

リフレクソロジー 537,147 86.8

その他 248,608 88.4

合計 7,120,959 95.1
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